
令和５年(2023年)２月１３日

総 務 委 員 会 資 料

総 務 部 職 員 課

（第１６号議案）

中野区組織条例新旧対照表

改正案 現行

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略）

（部の分掌事務） （部の分掌事務）

第３条 前条に規定する部の分掌する事務

は、おおむね次に掲げるとおりとする。

第３条 前条に規定する部の分掌する事務

は、おおむね次に掲げるとおりとする。

⑴ 企画部 ⑴ 企画部

ア～エ （略） ア～エ （略）

オ 観光に関すること。

オ 評価及び改善に関すること。 カ 評価及び改善に関すること。

カ 債権管理に関すること。 キ 債権管理に関すること。

キ 区有資産の計画、管理及び活用に

関すること。

ク （略） ク （略）

⑵ 総務部 ⑵ 総務部

ア～エ （略） ア～エ （略）

オ 契約に関すること。 オ 経理に関すること。

カ～ケ （略） カ～ケ （略）

⑶ 区民部 ⑶ 区民部

ア～ク （略） ア～ク （略）

ケ シティプロモーション及び観光に

関すること。

コ 部の予算、人事及び組織に関する

こと。

ケ 部の予算、人事及び組織に関する

こと。

⑷～⑼ （略） ⑷～⑼ （略）

第４条 （略） 第４条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施



【附則第２項関係】中野区財産価格審議会条例新旧対照表

行する。

（中野区財産価格審議会条例の一部改

正）

２ 中野区財産価格審議会条例（平成２６

年中野区条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。

第１０条中「総務部」を「企画部」に

改める。

改正案 現行

第１条～第９条 （略） 第１条～第９条 （略）

（庶務） （庶務）

第１０条 審議会の庶務は、企画部におい

て処理する。

第１０条 審議会の庶務は、総務部におい

て処理する。

第１１条 （略） 第１１条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）



※ は変更箇所

部等 部長名等 課等 部等 部長名等 課等

企画課 企画係 企画課 企画係
企画調整係 構造改革担当課長 構造改革係

ユニバーサルデザイン推進担当課長 債権管理担当係長 ユニバーサルデザイン推進担当課長 債権管理担当係長
平和・人権・男女共同参画係 平和・人権・男女共同参画係
男女共同参画センター 男女共同参画センター

資産管理活用課 資産管理活用係
企画部長 資金管理担当係長 企画部長

財政課 財政担当係長 財政課 財政担当係長
広聴・広報課 広聴係 広聴・広報課 広聴係
秘書担当課長 広報係 広報係

シティプロモーション係
秘書係 秘書係

総務課 総務係 総務課 総務係
特別定額給付金担当課長 復興協働担当係長 特別定額給付金担当課長 復興協働担当係長
法務担当課長 サンプラザ事業担当係長 法務担当課長 サンプラザ事業担当係長

特別定額給付金担当係長 特別定額給付金担当係長
文書・情報公開係 文書・情報公開係
法務・法制係 法務・法制係
審査請求・争訟担当係長 審査請求・争訟担当係長
統計係 統計係

職員課 人事係 職員課 人事係
人事政策・育成担当課長 人事調整担当係長 人材育成担当課長 人事調整担当係長

組織・定数担当係長 組織・定数担当係長
服務担当係長
給与係 給与係

総務部長 人材育成係 総務部長 人材育成係
福利・健康管理係 福利・健康管理係

施設課 施設整備係 施設課 施設整備係
新区役所建築担当課長 施設整備建築担当係長 新区役所建築担当課長 施設整備建築担当係長

施設整備機械担当係長 施設整備機械担当係長
施設整備電気担当係長 施設整備電気担当係長
管理係 管理係

契約課 経理課 管財係
資金管理担当係長

契約係 契約係
検査担当係長 検査担当係長
契約指導担当係長 契約指導担当係長

防災危機管理課 防災危機管理係 防災危機管理課 防災危機管理係
防災担当課長 防災計画担当係長 防災担当課長 防災計画担当係長
生活・交通安全担当課長 防災対策係 生活・交通安全担当課長 防災対策係

地域防災係 地域防災係
災害対策担当係長 災害対策担当係長
生活・交通安全係 生活・交通安全係
生活・交通安全担当係長 生活・交通安全担当係長

別　紙

（第１６号議案）

令和５年度　４月１日 令和４年度（現行）
　係等 　係等

防災危機管理
担当部長

防災危機管理
担当部長

新区役所建築
担当部長

企
画
部

企
画
部

総
務
部

総
務
部

新区役所建築
担当部長
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部等 部長名等 課等 部等 部長名等 課等

令和５年度　４月１日 令和４年度（現行）
　係等 　係等

ＤＸ推進室長 情報システム課 情報政策推進係 ＤＸ推進室長 情報システム課 情報政策推進係
基幹システム標準化担当課長 情報基盤係 基幹システム標準化担当課長 情報基盤係

情報基盤整備担当係長
基幹システム標準化係 基幹システム標準化係
住民情報システム係 住民情報システム係

新区役所整備課 新区役所整備係 新区役所整備課 新区役所整備係
庁舎管理担当課長 新区役所整備担当係長 庁舎管理担当課長 新区役所整備担当係長

新区役所業務推進係 新区役所業務推進係
庁舎管理係 庁舎管理係

区民サービス課 庶務係 区民文化国際課 庶務係
新区役所窓口サービス担当課長 区民相談係 文化国際交流担当課長 区民相談係

消費生活センター 消費生活センター
新区役所窓口サービス準備係

文化国際交流係
文化財係
歴史民俗資料館

戸籍住民課 管理運営係 戸籍住民課 管理運営係
マイナンバーカード活用推進担当課長 戸籍係 マイナンバーカード活用推進担当課長 戸籍係

住民記録係 住民記録係
マイナンバーカード交付係 マイナンバーカード交付係
証明係 証明係
地域事務所 地域事務所

税務課 税務管理係 税務課 税務管理係
税制担当係長 税制担当係長
課税係 課税係
課税調整担当係長 課税調整担当係長

区民部長 課税計画担当係長 区民部長 課税計画担当係長
課税第一担当係長 課税第一担当係長
課税第二担当係長 課税第二担当係長
納税係 納税係
納税調整担当係長 納税調整担当係長
納税相談担当係長 納税相談担当係長
滞納整理担当係長 滞納整理担当係長
特別徴収担当係長 特別徴収担当係長
収納係 収納係
諸税係 諸税係

保険医療課 国保運営係 保険医療課 国保運営係
資格賦課係 資格賦課係
滞納整理係 滞納整理係
国保収納係 国保収納係
国保給付係 国保給付係
国民年金係 国民年金係
後期高齢者医療係 後期高齢者医療係

産業振興課 管理係 産業振興課 管理係
産業係 産業係
商業係 商業係

文化振興・多文化共生推進課 文化振興・多文化共生推進係
シティプロモーション担当課長 文化財係

歴史民俗資料館
シティプロモーション係

文化・産業振
興担当部長

区
民
部

新区役所窓口
サービス担当
部長

文化・産業振
興担当部長

区
民
部
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部等 部長名等 課等 部等 部長名等 課等

令和５年度　４月１日 令和４年度（現行）
　係等 　係等

子ども・教育政策課 庶務係 子ども・教育政策課 庶務係
子ども政策担当課長 企画財政係 子ども政策担当課長 企画財政係

子ども計画担当係長 子ども計画担当係長
子どもシステム調整係 子どもシステム調整係
子ども政策調整係 子ども政策調整係
子ども相談係 子ども相談係

保育園・幼稚園課 幼児施策調整係 保育園・幼稚園課 幼児施策調整係
保育施設利用調整担当課長 区立保育園係 保育施設利用調整担当課長 区立保育園係
幼児施設整備担当課長 私立施設給付係 幼児施設整備担当課長 私立施設給付係

運営支援係 運営支援係
保健衛生担当係長
給食・栄養担当係長
幼稚園・認可外保育係 幼稚園・認可外保育係
教育・保育支給認定係 教育・保育支給認定係
保育入園係 保育入園係
保育システム係 保育システム係
保育企画調整係 保育企画調整係
認可・指導検査係 認可・指導検査係
保育園 保育園

子ども教育施設課 子ども教育施設保全係 子ども教育施設課 子ども教育施設保全係
子育て支援課 管理運営係 子育て支援課 管理運営係

子育てサービス係 子育てサービス係
子ども・子育て支援係
子ども医療助成係 子ども医療助成係
児童手当係 児童手当係

育成活動推進課 地域子ども施設調整係 育成活動推進課 地域子ども施設調整係
若者活動支援係 若者活動支援係
地域子ども施設計画担当係長 地域子ども施設計画担当係長
児童館 児童館
キッズ・プラザ キッズ・プラザ
学童クラブ 学童クラブ
ふれあいの家 ふれあいの家

子ども・若者相談課 庶務係 子ども・若者相談課 庶務係
総合相談係 総合相談係

児童相談所長 管理係 児童相談所長 管理係
児童相談所副所長 企画調整係 児童相談所副所長 企画調整係
一時保護所長 医療連携担当係長 一時保護所長 医療連携担当係長
児童福祉課 相談係 児童福祉課 相談係

支援第一係 支援第一係
支援第二係 支援第二係
心理係 心理係
一時保護係 一時保護係
保護児童支援担当係長 保護児童支援担当係長

子
ど
も
教
育
部
（

教
育
委
員
会
事
務
局
）

子ども家庭支
援担当部長

参事（児童相
談所長事務取
扱、児童福祉
課長事務取
扱）

子ども・若者
支援センター
所長

子ども・若者
支援センター
所長

子ども教育部
長

子ども家庭支
援担当部長

子ども教育部
長

子
ど
も
教
育
部

子
ど
も
教
育
部

参事（児童相
談所長事務取
扱、児童福祉
課長事務取
扱）
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部等 部長名等 課等 部等 部長名等 課等

令和５年度　４月１日 令和４年度（現行）
　係等 　係等

子ども・教育政策課 庶務係 子ども・教育政策課 庶務係
学校再編・地域連携担当課長 教育委員会係 学校再編・地域連携担当課長 教育委員会係
子ども政策担当課長 企画財政係 子ども政策担当課長 企画財政係

子ども計画担当係長 子ども計画担当係長
図書館運用支援係 図書館運用支援係
学校再編・地域連携係 学校再編・地域連携係
子ども政策調整係 子ども政策調整係

保育園・幼稚園課 幼児施策調整係 保育園・幼稚園課 幼児施策調整係
幼稚園・認可外保育係 幼稚園・認可外保育係

指導室 指導主事 指導室 指導主事
事務係 教育事業係
教職員係 教職員係
教育センター 教育センター

学務課 学校経営支援係 学校教育課 学校経営支援係
教育情報システム担当係長 教育情報システム担当係長
学事係 学事係
学校健康推進係 学校健康推進係
体験学習係 体験学習係
特別支援教育係 特別支援教育係

子ども教育施設課 子ども教育施設保全係 子ども教育施設課 子ども教育施設保全係
子ども教育施設整備係 子ども教育施設整備係

※教育委員会事務局の組織は、地教行法の規定に基づき教育委員会規則で定める。 ※教育委員会事務局の組織は、地教行法の規定に基づき教育委員会規則で定める。

地域活動推進課 庶務係 地域活動推進課 庶務係
地域支えあい企画・財政調整担当係長 トータルケア調整担当課長 地域活動企画調整係
地域施設係 アウトリーチ調整担当課長 地域施設係
区民活動センター調整担当係長 地域保健福祉調整担当課長
地域支えあい活動支援係 システム活用調整担当課長 地域支えあい活動支援係

区民活動推進担当課長 区民活動推進担当課長 地域支えあい活動推進担当係長
中部・北部・南部・鷺宮地区担当課長 地域自治推進係 地域自治推進係

公益活動推進係 公益活動推進係
事業運営担当係長 地域の担い手育成担当係長
地区担当係
区民活動センター所長

地域包括ケア推進課 地域包括ケア推進係 地域包括ケア推進課 地域包括ケア推進係
すこやか福祉センター調整担当課長 事業創出担当係長 地域包括ケア計画係

在宅療養推進係 在宅療養推進係
基幹型包括支援担当係長 基幹型包括支援担当係長

※すこやか福祉センター所長兼務 すこやか福祉センター企画調整係
地域保健政策担当係長
地域福祉政策担当係長
アウトリーチ推進係
管理担当係長
高齢者会館長（施設管理担当係長兼務）
保健福祉包括ケア係
地域子育て支援担当係長
地域健康推進担当係長

地域支えあい
推進部長

地域包括ケア
推進担当部長

地
域
支
え
あ
い
推
進
部

地
域
支
え
あ
い
推
進
部

地域支えあい
推進部長

地域包括ケア
推進担当部長 中部・北部・南部・鷺宮すこやか福祉セ

ンター担当課長

教育委員会事
務局次長

教育委員会事
務局参事（子
ども家庭支援
担当）

教
育
委
員
会
事
務
局

教育委員会事
務局次長

教育委員会事
務局参事（子
ども家庭支援
担当）

教
育
委
員
会
事
務
局
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部等 部長名等 課等 部等 部長名等 課等

令和５年度　４月１日 令和４年度（現行）
　係等 　係等

介護・高齢者支援課 管理係 介護・高齢者支援課 管理企画係
高齢者支援担当課長 計画担当係長 高齢者支援担当課長

介護資格保険料係 介護資格保険料係
介護認定係 介護認定係
介護給付係 介護給付係
介護事業者係 介護事業者係
高齢者サービス係 高齢者サービス係
高齢者支援基盤整備係 高齢者支援基盤整備係
介護予防推進係 介護予防推進係

すこやか福祉センター所長 庶務係
地域ケア担当課長 高齢者会館等

アウトリーチ推進係
区民活動センター
アウトリーチ推進担当係長
保健福祉包括ケア係
地域子育て支援担当係長
地域健康推進担当係長

福祉推進課 庶務係 福祉推進課 庶務係
健康福祉企画係 健康福祉企画係
高齢者専門相談係 高齢者専門相談係
地域福祉推進係 地域福祉推進係
社会福祉法人指導係 社会福祉法人指導係

スポーツ振興課 スポーツ活動係 スポーツ振興課 スポーツ活動係
スポーツ環境整備係 スポーツ環境整備係

障害福祉課 障害者施策推進係 障害福祉課 障害者施策推進係
障害福祉サービス担当課長 在宅福祉係 障害福祉サービス担当課長 在宅福祉係

認定給付係 認定給付係
障害者相談係 障害者相談係
障害者支援係 障害者支援係
基幹相談支援係 基幹相談支援係

健康福祉部長 障害者施設係 健康福祉部長 障害者施設係
子ども発達支援係 子ども発達支援係

保健所長 生活援護課 生活保護西部係 保健所長 生活援護課 生活保護西部係
生活保護担当課長 生活保護北部係 生活保護担当課長 生活保護北部係

保健所次長 生活保護中部係 保健所次長 生活保護中部係
生活保護北東部係
生活保護東部係 生活保護東部係
生活保護南部係 生活保護南部係
高齢者保護係 高齢者保護係
施設保護係 施設保護係
給付第一係 給付第一係
給付第二係 給付第二係
生活保護医療・介護係 生活保護医療・介護係
生活援護推進係 生活援護推進係
生活援護調整係 生活援護調整係
新規・調査係 新規・調査係
生活相談係 生活相談係
自立支援係 自立支援係

生活自立支援金給付担当係長

健
康
福
祉
部

健
康
福
祉
部
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部等 部長名等 課等 部等 部長名等 課等

令和５年度　４月１日 令和４年度（現行）
　係等 　係等

保健企画課 保健企画係 保健企画課 保健企画係
地域医療連携担当課長 区民健診係 地域医療連携担当課長 区民健診係

保健事業係 保健事業係
医療連携係 医療連携係

保健予防課 保健予防係 保健予防課 保健予防係
新型コロナウイルスワクチン接種担当課長 新型コロナウイルスワクチン接種担当課長

結核・感染症予防係 結核・感染症予防係
精神保健支援係 精神保健支援係

生活衛生課 衛生環境係 生活衛生課 衛生環境係
食品衛生係 食品衛生係
医薬環境衛生係 医薬環境衛生係

環境課 環境企画係 環境課 庶務係
環境企画調整担当係長 環境企画調整係

環境公害係 環境公害係
ごみゼロ推進課 ごみ減量推進係 ごみゼロ推進課 ごみ減量推進係

資源回収推進係 資源回収推進係
清掃事務所長 管理係 清掃事務所長 管理係

作業係 作業係
清掃事務所南中野事業所 清掃事務所南中野事業所

都市計画課 庶務係 都市計画課 庶務係
建築調整係 建築調整係
都市計画係 都市計画係
都市施設担当係長 都市施設担当係長

道路管理課 土木事業調整係 道路課 土木事業調整係
道路管理情報担当係長 道路管理情報担当係長
道路占用係 道路占用係
道路監察係 道路監察係
道路境界係 道路境界係

道路建設課 道路維持係 道路維持係
狭あい道路整備係 狭あい道路整備係
道路整備係 道路整備係
無電柱化推進係 無電柱化推進係
無電柱化推進担当係長 無電柱化推進担当係長
新設道路整備係 新設道路整備係

公園課 公園維持・管理係 公園課 公園維持・管理係
公園整備係 公園整備係

建築課 管理調整係 建築課 管理調整係
建築審査係 建築審査係
道路判定係 道路判定係
建築安全・安心係 建築安全・安心係
耐震化促進係 耐震化促進係

交通政策課 交通政策係 交通政策課 交通政策係
自転車対策係 自転車対策係

住宅課 住宅政策係 住宅課 住宅政策係
居住支援担当係長 居住支援担当係長
空家等住宅ストック対策担当係長 空家等住宅ストック対策担当係長

新型コロナウイルスワクチン接種担当係長

環境・緑化推進係

新型コロナウイルスワクチン接種担当係長

環境・緑化推進係

環境部長

都市基盤部長

環
境
部

環境部長
環
境
部

都
市
基
盤
部

都市基盤部長

都
市
基
盤
部
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部等 部長名等 課等 部等 部長名等 課等

令和５年度　４月１日 令和４年度（現行）
　係等 　係等

まちづくり計画課 庶務係 まちづくり計画課 庶務係
野方以西担当課長 まちづくり計画係 野方以西担当課長 まちづくり計画係

防災まちづくり計画担当係長 防災まちづくり計画担当係長
野方以西まちづくり係 野方以西まちづくり係
野方以西まちづくり調整担当係長 野方以西まちづくり調整担当係長

まちづくり事業課 管理係 まちづくり事業課 管理係
まちづくり用地担当課長 街路整備係 まちづくり用地担当課長 街路整備係
街路用地担当課長 街路用地担当課長

まちづくり用地係 まちづくり用地係
街路用地担当係長 街路用地担当係長

防災まちづくり担当課長 新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくり係 防災まちづくり担当課長 新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくり係
拠点整備担当係長 拠点整備担当係長
新井薬師前駅周辺まちづくり担当係長 新井薬師前駅周辺まちづくり担当係長
防災まちづくり係 防災まちづくり係
弥生町防災まちづくり担当係長 弥生町防災まちづくり担当係長
大和町まちづくり担当係長 大和町まちづくり担当係長

中野駅周辺まちづくり課 中野駅周辺まちづくり担当係長 中野駅周辺まちづくり課 中野駅周辺まちづくり担当係長
中野駅新北口駅前エリア担当課長 中野駅新北口駅前エリア担当課長
中野駅地区・周辺基盤整備担当課長 中野駅地区・周辺基盤整備担当課長
中野駅周辺地区担当課長 中野駅周辺地区担当課長

中野駅周辺エリアマネジメント担当課長 中野駅周辺エリアマネジメント担当課長

会計管理係 会計管理係

審査係 審査係

出納係 出納係

選
挙
管
理

委
員
会

選挙管理委員会事務局長 選挙係長

選
挙
管
理

委
員
会

選挙管理委員会事務局長 選挙係長

監
査
事

務
局

監査事務局長 監査担当係長
監
査
事

務
局

監査事務局長 監査担当係長

庶務係 庶務係

議事調査担当係長 議事調査担当係長

新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくり担当
課長

会計管理者
会計室長

まちづくり推
進部長

中野駅周辺ま
ちづくり担当
部長

会
計
室

会計管理者
会計室長

会
計
室

区画街路第４号線沿道まちづくり担当係長

新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくり担当
課長

区
議
会

事
務
局

区議会事務局
長

区議会事務局次長
区
議
会

事
務
局

区議会事務局
長

区議会事務局次長

ま
ち
づ
く
り
推
進
部

まちづくり推
進部長

中野駅周辺ま
ちづくり担当
部長

ま
ち
づ
く
り
推
進
部
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